
DAVE PERRY’S 100 BEST RACING RULES QUIZZES 

 

Question: 

Boats A and B are approaching the 

starting line to start. B is a few feet 

clear astern of A and yelling “Up! 

Up! Up!” A holds her course. B then 

becomes overlapped to leeward of A 

and A immediately luffs (heads up) 

approximately 15 degrees and there 

is contact between the starboard 

bow of B and the port corner of A’s transom. There is no damage or 

injury. Both boats protest. You are on the protest committee; how would 

you decide this? 

 

Answer: 

B is penalized under rule 15, Acquiring Right of Way. Before the boats 

were overlapped, B was required to keep clear under rule 12, On the 

Same Tack, Not Overlapped; and despite B’s hails, A, as the right-of-way 

boat, was under no obligation to take any action relative to B. When B 

became overlapped with A, she instantly became the right-of-way boat 

under rule 11, On the Same Tack, Overlapped; however she was also 

initially required to give A room to keep clear under rule 15. A 

immediately responded to her obligation to keep clear of B under rule 

11, but did not have the room (space) she needed to keep clear as 

evidenced by the contact. B broke rule 15; and A broke rule 11 but is 

exonerated under rule 21, Exoneration.  

Both boats are required by rule 14, Avoiding Contact, to avoid contact if 

reasonably possible. A responds immediately to B’s overlap but is 

unable to avoid contact; therefore she does not break rule 14. B clearly 

breaks rule 14; but as she is the right-of-way boat at the time, she 

cannot be penalized under rule 14 because the contact does not cause 

damage or injury (see rule 14(b)).  



DAVE PERRY’S 100 BEST RACING RULES QUIZZES 

 

Question: 

艇Aおよび艇Bは、スタートするためス

タート・ラインに接近している。艇Bは

艇Ａの２－３フィート後方のクリア・ア

スターンにあり、“Up! Up! Up!”と声を

かけている。艇Aはコースを維持してい

る。その後、艇Ｂは艇Ａの風下にオーバ

ーラップした、艇Ａは直ちに約15度ラフ

（ヘッド・アップ）した、そこで艇Ｂの

スターボード側の船首（バウ）と艇Ａの船尾（トランサム）のポート側の角の

間に接触があった。損傷や傷害はなかった。両艇は抗議した。あなたはプロテ

スト委員である；これにどのような判決を下しますか？ 

 

Answer: 

艇BはRRS15【航路権の取得】に基づきペナルティーを課せられる。両艇がオ

ーバーラップする前は、艇BはRRS12【同一のタックでオーバーラップしてい

ない場合】に基づき避けていることを求められていた：そして艇Ｂの声かけに

かかわらず、艇Ａは航路権艇として、艇Ｂに対応したいかなる行動をとる義務

はなかった。艇Bは艇Aにオーバーラップしたとき、即座にRRS11【同一のタ

ックでオーバーラップしている場合】に基づく航路権艇となった：しかしなが

ら、艇Bはまた、初めにRRS15に基づき艇Aに避けているためのルームを与え

ることを求められていた。艇Ａは、直ちにRRS11に基づき艇Bを避けている義

務に応じた、しかし接触によって証明されているように、避けているために必

要だったルーム（スペース）がなかった。艇Bは、RRS15に違反した；また艇

Aは、RRS11に違反したが、RRS21【免罪】に基づき免罪される。 

両艇は、RRS14【接触の回避】によって、常識的に可能な場合は、接触を回避

することが求められている；艇Aは、艇Bのオーバーラップに直ちに応じた、し

かし接触を回避することができなかった；それゆえにRRS14に違反していな

い。艇Bは明らかにRRS14に違反する；しかしその時点で航路権艇であるの

で、RRS14に基づくペナルティーを課すことはできない、なぜなら接触によっ

て損傷または傷害が起きていないからである（RRS14(b)参照）。 


